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開 会

○高吉計画課長 委員の皆様、大変お忙しいところをお待たせいたしまして申しわけござ

いませんでした。

全委員、おそろいになりましたので、ただいまから漁港漁場整備分科会を始めさせてい

ただきます。

私は水産庁計画課長の高吉でございます。委員の御出席についてまず御報告いたしたい

と思います。

水産政策審議会令第８条第１項及び第３項の規定によりまして、分科会の定足数は過半

数とされております。本日は、委員定数７名のうち、佐藤委員が欠席されるということで

ございまして６名の出席でございます。定足数を満たしておりますので、本日の漁港漁場

整備分科会は成立しております。

審議に入ります前に、お手元の資料を確認させていただきます。

まず資料１に漁港漁場整備分科会委員の名簿。

資料２に諮問第145号「漁港の区域の認可について」の諮問文の写し。

資料３に諮問第146号「漁港の指定内容の変更及び漁港の指定の取消しについて」の諮問

文の写し。

それから、別添１に諮問第145号及び第146号の諮問事項。

別添２に諮問第145号及び第146号の参考資料。

最後、資料４に２月23日から24日に発生した低気圧による日本海高波の被害状況とその

対応についてでございます。

何か不足のものがございますでしょうか。よろしいでしょうか。

水産庁漁港漁場整備部長挨拶

○高吉計画課長 それでは、議事に入ります前に、橋本水産庁漁港漁場整備部長から御挨

拶を申し上げます。部長、お願いします。

○橋本漁港漁場整備部長 委員各位におかれましては、きょうは１時の総会から引き続き
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まして委員会の方、目白押しでございます。大変お疲れさまでございます。最後の漁港漁

場整備分科会でございますが、なにとぞよろしくお願いいたします。

開催にあたりまして一言御挨拶させていただきたいと存じます。

総会でもお話が出ておりますが、世界的な資源価格の高騰というもので、世界の政治、

経済、社会、非常に大きな影響を受けているところでございますが、私ども水産業におき

ましても、燃油の高騰はもちろんでございますが、また例えば養殖用の飼料の値段の高騰

であるとか、輸送費あるいは輸送用資機材の高騰であるとか、さまざまなものが値上がり

をしたということで、経営を非常に圧迫をしているという状況でございます。

山田長官からも御紹介をさせていただきましたが、今週、私ども水産庁としては、緊急

対策を発表させていただきまして、これをいかに乗り切っていくかということを始めてい

きたいと考えているところでございます。

これを乗り切っていくためには、やはり２つのことが必要ではないかと考えております。

１つは燃油等の高騰により大きくバランスを崩してしまいました生産コスト構造をいか

に改善していくのかということ、それから、２点目といたしましては、いかにコストに見

合った価格で水産物を消費者に御購入いただき、収益を確保していくのかということが必

要ではないかと考えているわけでございます。私どもは水産基盤整備におきまして、これ

らの課題に対応していくという観点から、いかに水産業自体の体力を強くしていくかとい

うところを、例えば水産資源の確保、それから、地域の競争力の強化等々を発揮すること

によりましてバックアップをしていきたいと考えているところでございます。

本日の諮問でございますが、２件、諮問をお願いをしておりますが、その中には、生産

コストをいかに削減するのかといったような観点の諮問もございます。

また、御報告の中では、日本海側が災害に見舞われて漁村が困窮したということなどに

ついても御報告をさせていただきたいと考えております。

なにとぞよろしく御審議等をお願いさせていただきまして、簡単ではございますが、御

挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○高吉計画課長 それでは、これからの議事は、中田分科会長にお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

○中田分科会長 分科会長を務めております中田です。

少し予定の時間を過ぎておりますので、できるだけ円滑に議事を進めたいと思います。

よろしく御協力をお願いします。
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本日は、諮問事項が２件、その他が１件ございます。よろしくお願いします。

なお、本日、審議します諮問事項につきましては、水産政策審議会令第５条第６項の規

定によりまして、この漁港漁場整備分科会の議決をもって審議会の議決ということになり

ますので、その点もよろしくお願いいたします。

議 事

審議事項

・ 諮問第145号 漁港の区域の認可について

○中田分科会長 それでは、早速審議事項に入ります。

諮問第145号、漁港の区域の認可についてでございます。

事務局から資料の説明をお願いします。

○高吉計画課長 それでは、お手元の資料２をごらんいただきたいと思います。

諮問第145号を朗読させていただきます。

２０水港第１３７７号

平成２０年７月３１日

水産政策審議会

会長 山内 晧平 殿

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 鴨下 一郎

漁港の区域の認可について

漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第６条第８項の規定に基づき、下記事項

について諮問する。

記

諮問第１４５号 漁港の区域の認可について

（別添１及び２）
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部長から諮問文を分科会長にお願いいたします。

まず概要の方を、お手元の別添１を読み上げさせていただきまして御説明したあと、前

面のスクリーンのスライドを使いまして御説明をしたいと思います。

別添１の資料をお開きください。２ページでございます。

諮問第145号、漁港の区域の認可についてとあります。

３ページ目でございますが、今回の諮問の対象となっております北海道の大舟漁港、第

１種、所在地函館市でございます。

変更の事由というところでございますけれども、大舟漁港には、現在 「大船地区」と、

「美呂泊地区」の２つの地区の漁港区域が存在する。漁業実態は、コンブ養殖業によるコ

ンブ、大型定置網漁業によるイカやサケ等の水揚げが主体となっている。

「美呂泊地区」から約５km離れた「望路地区」において、既設の斜路を利用して地元漁

業者によるコンブ養殖業が営まれている。しかしながら、当該地区には外郭施設などの漁

港施設がないため、出漁日数の制限を受け、養成期間に十分な間引き等の作業が行えず、

他地区に比べ経営体当たりの生産量が少なく、また品質も劣る現状にあります。函館市に

おいて現状を改善するための対応策を検討してきたが 「美呂泊地区」や他の近隣漁港にお、

いては望路地区の漁業者が利用できるスペースの確保や整備ができないこと等から、新た

に防波堤、船揚場、物揚場等漁港施設を整備する必要性に鑑み 「望路地区」を大舟漁港の、

分区として指定したい旨、今般申請があったものである。審査の結果適当と考えられるの

で、これを認可することとしたいということでございます。

正面のスクリーンをごらんください。

大舟漁港の区域変更について御説明いたします。

まず大舟漁港のある北海道の紹介をいたします。

北海道の面積は約８万3,455km で、国土の約22％を占め、都道府県の中で最も広く、そ2

の広さは東京都の約40倍に匹敵します。北海道には国立・国定・道立を合わせて23の自然

公園があり、変化に富んだ山岳や海浜、離島、原始性豊かな森林、神秘的な湖沼、多様な

泉質の温泉などが数多く分布しています。季節感あふれる自然や北国などではの動植物に

も恵まれています。

また、平成17年７月に「知床」が新たな世界自然遺産に登録され、さらに来訪者が増加
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することが予想されます。

平成16年度に北海道を訪れた道外の観光客数は延べ4,418万人となっています。道外客は、

全国的な人気となった旭山動物園の入園者の増加が目立っています。

また、外国人客数は42万7,050人、平成16年でございます。前年度に比べて45.4％の大幅

な増加となっています。国別に見ますと、台湾20万8,600人が最も多く、ついで中国８万2,

750人、韓国６万3,850人の順となっております。また、スキーツアー、特にニセコも人気

がありまして、オーストラリアからの参加者は前年度比94％増と大幅に増加しています。

農業につきましては、豊かな自然と広大な土地資源を活かして、専業的な農家を主体に

して、米、野菜、畑作、畜産などを中心とした大規模で生産性の高い農業を展開していま

す。

また、北海道の周囲は、太平洋、日本海、オホーツク海の３つの海に囲まれておりまし

て、対馬海流とリマン海流、黒潮と親潮の暖流と寒流が交差しているために、世界有数の

漁場となっています。

北海道における平成17年の海面漁業の漁獲量と海面養殖業の収穫量を合算した生産量で

すけれども、約140万4,000トンとなっておりまして全国の約４分の１を占めております。

また、それを金額ベースで見ましても、全国の約５分の１を占めております。

その北海道においてどのような魚種が漁獲・収獲されているかと申しますと、重量ベー

スで多い順で見ますと、ホタテガイ、サケ類、スケトウダラの順となっており、金額ベー

スでは、下の方でございますが、ホタテガイ、サケ類、コンブ類の順となっております。

また、生産量について北海道のシェアが高い魚種を紹介いたしますと、ホッケ、スケト

ウダラが約９割を超えておりまして、コンブ類とサケ類は８割を超えております。

次に函館市の状況でございますが、平成16年12月に、函館市、戸井町、恵山町、椴法華

村及び南茅部町の１市３町１村の合併によりまして、新たな函館市が誕生しました。

函館市は、この市町村合併によりまして、津軽海峡から太平洋沿岸にかけて約120kmの海

岸線を有し、コンブ類やスルメイカをはじめとする豊富な水産資源に恵まれた全国屈指の

水産都市となっております。

函館市の水産業の状況でございますけれども、平成17年の海面漁業の漁獲量と養殖業の

収獲量を合算した生産量は約６万3,000トンということでございまして、重量ベースで多い

順に見ますと、スルメイカ、スケトウダラ、コンブの順となっております。また、下のグ

ラフの金額ベースで見ますと、コンブ、スルメイカ、スケトウダラの順番となっておりま
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す。

函館市の漁港でございますけれども、第１種漁港が14港、第２種漁港が３港、第３種漁

港が２港、第４種漁港が１港の計20港ございます。

今回の大舟漁港が所在しますのが南茅部地域でございます。南茅部地域には６つの漁港

がございます。

南茅部地域の漁業でございますけれども、定置網漁業、刺し網漁業、コンブ養殖漁業、

これが３つの柱となっております。

南茅部地域における17年の海面漁業の漁獲量と養殖業の収獲量を合算した生産量は約３

万2,000トンとなっておりまして、重量ベースで多い順で見ますと、スルメイカ、スケトウ

ダラ、コンブの順となっております。また、下の方のグラフでございますが、金額ベース

で見ますと、コンブ、スルメイカ、スケトウダラの順となっております。

南茅部地域は、北海道の大謀網漁業の発祥の地ということで、現在、大型定置網漁業が

19カ統、小型定置網漁業は22カ統が営業をしております。

南茅部地域でのコンブ生産ということでございますが、南茅部で生産されますコンブ、

これは白口浜マコンブといいますが、上品な味わいと澄んだだし汁がとれることから、高

級加工品としての評価が高く、古くから松前藩が朝廷や将軍家に奉納したことによりまし

て 「献上昆布」とも呼ばれております。特に関西圏へ広く流通しております。、

また、昭和40年代の前半に、１年生である促成コンブの養殖に日本で初めて成功した地

域でもあります。コンブ養殖漁業が昭和45年に企業化されて以来、獲る漁業から育てる漁

業へと大きく転換が図られておりまして、南茅部地域のみならず、北海道における沿岸漁

業の原動力として役割を果たしております。

天然コンブは２年生でございまして、豊漁・不漁のサイクルで生産量が推移しますので、

養殖が可能となるまでは、漁業者の方々は隔年での出稼ぎを余儀なくされていたと聞いて

おります。

我が国のコンブ漁業は、全国的に乾燥重量で約３万トンの需要がございますけれども、

天然ものが減少する中で、天然ものが約１万6,000トン、養殖ものが約9,000トン、計２万

5,000トンの供給で推移しております。ですから、市場の方の需要であります３万トンに十

分に応えられていないという現状でありまして、天然ものの資源回復を図るとともに、養

殖ものの増産が不可欠となっております。

次に南茅部漁業組合でございますけれども、南茅部地域では、平成15年４月に６つの漁
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協が合併しまして、南かやべ漁業協同組合が誕生しました。所属組合員数は、20年３月末

現在で正組合員1,171名、准組合員２名、合計1,173名となっております。北海道内でも最

も組合員数が多い漁業協同組合でございます。

南かやべ漁業協同組合では、16年の４月から漁協直営のコンブ加工センターにおきまし

て、白口浜マコンブの加工、販売を行っております。19年度の販売額は３億9,000万円とい

うことでございます。

それから、南かやべ漁協は、日本一の生産量を誇るコンブ養殖漁業地域の責務としまし

て、15年、16年度において近代的なコンブ種苗生産施設、写真の上と下、両方ございます

が、施設の整備を行いまして、健全で安定した生産体制に寄与してきた先進的な活動をし

ている漁協でございます。

また、当漁協の大船地区青年部では、オーナー制昆布というものを導入しておりまして、

具体的には５ｍの養成綱１本分のコンブのオーナーを募りまして、漁師がオーナーのため

だけに真心を込めて育てて製品化したものを春と秋の２回に分けてお届けするという仕組

みでございます。市場価格約５万円の最高級のコンブを２万8,350円で購入できるというこ

とだそうです。このように積極的な取り組みを行っておる漁協でございます。

今後も漁業者の就労環境の改善、生産体制の見直しに取り組み、コンブ養殖漁業の一層

の発展と経営の安定を目指していると聞いております。

次にコンブの養殖工程を御説明いたします。

養殖の工程は、まず８月下旬に成熟した天然コンブの母藻も採取しまして、陸上施設で

種苗を培養、そして育成して、10月の中・下旬に沖出しをして環境に馴らします。その後、

種付けを行いまして、養殖施設での本養成、これは間引きとか株分け、水深の調整を行い

ます。そして７月から８月の下旬にかけまして、成長したコンブの水揚げを行います。

７月から８月下旬にかけましての水揚げ期間中は、水揚げから洗浄・乾燥・仮結束まで

の作業を１日に２、３回行うということで、大変な作業になっております。

その後、巻き作業、整形作業、結束作業などの仕上げを行いまして、最後に厳しい検査

をして出荷をするということになっております。

今回の諮問の対象でございます大舟漁港の現状と課題でございますけれども、南茅部地

域の西端に位置します大舟漁港、右の方が大船地区でございます。それから、美呂泊地区、

真ん中付近でございます。それから、左の方の望路・ケカチ地区。これらの地域では合計

260隻の漁船を利用した漁業活動が行われております。
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これは大舟漁港の分区として整備がされております大船地区の平面図です。

続きまして同じく大舟漁港の分区として整備がされている美呂泊地区の平面図です。

これら２つの港では収容可能漁船数が220隻ほどございまして、残り約40隻が望路・ケカ

チ浜地区の前浜の船揚場を利用してコンブ養殖を営んでおります。

しかしながら、望路・ケカチ浜地区では、その立地条件から、赤い丸で囲んでおります

が、砕波帯を超えないと出漁できない状態にございまして、全く施設がございませんので

こういう状況になっております。良質なコンブづくりに必要な間引きとか、ねじれの戻し

作業、水位調整といった養成管理を行う冬期の作業に制約を受ける現状にございます。

このことによりまして、この地区では、養殖可能面積はございますけれども、養殖施設

の縮減を余儀なくされております。このため、コンブの養殖業を営んでおります経営体ご

との収獲量は、ほかの地区に比べまして極端に少なくなっておりまして、また、養成期間

中の管理作業が十分に行えないということで、コンブの成長不足、あるいはねじれといっ

た状況が見られまして、品質の低下も生じております。非常に苦しい漁業経営を強いられ

ているという状況でございます。

左の方がねじれてしまった状況を示しております。これを真っ直ぐなるように、右側の

ような作業を行って戻す作業が必要なんですけれども、なかなか海象条件に左右されて十

分な作業ができないという状況でございます。

また、望路・ケカチ浜地区では、前浜の船揚場を使いましてコンブの陸揚げをしており

ます。１日２～３回の漁船の上げ下ろし作業と人力による軽トラックへのコンブの積み込

み、下の左側のような状態で人力でトラックへ移しかえる作業をしております。右側の方

は整備された大船地区の方ですけれども、クレーンを使って労力を軽減した状況で作業が

できますが、この望路・ケカチ浜地区は、左のような状況だということでございます。こ

ういう重労働を強いられております。

また、先ほど説明しましたとおり、地元の漁業者は砕波帯を超えて出漁しておりますけ

れども、砕波帯よりも沖に防波堤がないということで危険も高い、また、平成17年には漁

船の転覆とか、大きな破損事故が２件発生しておる状態でございます。

この現状を打開するために、近隣の漁港において、望路地区の漁業者が利用できる場所

を確保するというのが１つの案、それから、もう１つは、望路地区において分区を指定し

て新たに漁港の整備を行う。この２とおりを函館市の方で検討をいたしましたが、近隣の

漁港におきましても、コンブの作業は非常に盛んに行われておりまして、同一時期に利用
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する漁業者が集中するということで、なかなかスペースがない。また、近隣の漁港に新し

くスペースを確保するためには、また、防波堤等を沖出ししまして、漁港の拡張を図るこ

とになりますけれども、それよりも望路地区におきまして自然の岩礁帯を使って施設整備

した方が事業費的にも安い、また、漁業者の生産活動の安全性とか効率性からも、望まし

いという結論に至りました。

今、考えております望路地区の整備予定の漁港の平面図ですけれども、点線になってお

りますが、漁港施設として防波堤、船揚場、物揚場というものを予定をしておるところで

ございます。

この漁港整備の効果でございますけれども、望路地区の漁港の整備効果としましては、

養殖施設の増加が図られる。また、適正な養成管理体制が確保されることによりまして、

量的・質的ともに向上しまして、他の地区と同レベルのコンブの生産が期待されます。

また、迂回移動の解消による効果ということでございますけれども、漁場に近い漁港が

できますと、迂回せずに安全に漁場へ移動ができるようになることでございます。

また、漁港整備によりまして、岸壁を利用して車載のクレーン等によりまして作業がで

きるようになりますと、トラックへの積み込み作業が可能になりますので、陸揚げ作業の

時間短縮、また、漁業者の厳しい労働条件を緩和することが可能になるものと考えており

ます。

最後に、期待される相乗効果としまして、市場の要請に対応して供給量不足によるコン

ブの供給量の向上・安定化が期待される。また、コンブ生産量の増加、品質向上、また漁

家経営の安定が期待される。漁業者の就労年限の延伸、後継者の確保が期待される。こう

いう効果が期待をされております。

これらによりまして、今、申し上げたようなことで、この取り組みをしますと、現在の

漁業就労者のみならず、広範囲かつ将来にわたる相乗効果を生み出すものと考えておりま

す。

以上、大舟漁港における新規分区の指定につきまして、函館市から認可申請がありまし

て、私どもとしましては、審査の結果、適当と考えておりますので、農林水産大臣として

これを認可したいと考えておりますので、きょう、お諮りをするところでございます。

説明は以上でございます。

○中田分科会長 どうもありがとうございました。

諮問第145号について説明をしていただきました。
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ただいまの説明につきまして、御意見あるいは御質問等ございましたらお受けしたいと

思います。発言をお願いします。特にございませんでしょうか。

○増田委員 つまらない質問なんですけれども、コンブの値段のところで、市場価格５万

円の最高級コンブが２万8,350円とありますけれども、これは１本の値段なんですか、この

文章をずっと読んでみると、５ｍ養成綱１本分のコンブと書いてあるのですけれども、こ

れはキロ幾らとか、グラム幾らとかいわないでもう１本でこれは勝負する。

○高吉計画課長 綱１本で収獲できるコンブということです。その１本をオーナーさんに

持っていただきまして、それで収穫されたものを加工してお届けするという仕組みになっ

ております。

○増田委員 それでは 「残念でした。今年のは非常に小さい」というときもあるし 「し、 、

っかり育つ」ときもあるという。ただ、何であれするかというと、相当高いのですね。す

ごい希少価値のある食材だろうと思うのだけれども、１本なんですか。

○高吉計画課長 ロープ１本が５ｍの長さがございまして、それをもって収獲できる量で

すのでかなりの分量、箱いっぱいぐらいになる。箱の大きさは今、手元にございませんけ

れども、通常約８kg程度の収獲があるということでございます。

○中田分科会長 よろしいですか。

○増田委員 よくわかったようなつもりになることにします。

○中田分科会長 ほかにどなたか御意見、あるいは御質問ございませんか。

函館の地元の方からずっと要望されていたことで、この望路地区のコンブ養殖業を中心

とした漁家経営の安定という面でも非常に重要なところかなというふうに思いますが。

○井上委員 この分科会、私は初めてなものですから、非常に基礎的な質問で恐縮なんで

すが、函館市からこの案件が上がってくるときには、市の中のそれこそ審議会とか委員会

みたいなところで検討して、その結果が上がってくるのか。それともそういうような手続

は特にないのかをお教えいただければと思います。

○高吉計画課長 これは第１種漁港ということでございまして、指定は市が指定をするこ

とになっております。それにつきまして農林水産大臣が認可をするという手続がございま

すので、農林水産大臣が認可をするに際しましては、この審議会にお諮りして、認可をと

られる手続を踏んでおります。

函館市の方の手続でございますね。

○井上委員 今、言われたことも私も理解しているのですが、函館の方でどうなのかとい
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う、そういう質問です。

○高吉計画課長 ちょっと今、確認いたしますので、後ほどお答えさせていただいてよろ

しゅうございますか。

○中田分科会長 ちょっと時間をいただきまして、ほかに何か御意見、御質問がございま

すでしょうか。

○高吉計画課長 井上委員の御質問でございますが、特に函館市の方では審議会等はござ

いませんで、関係の漁協等と話をして、今回、市として指定をしたい。もちろん北海道に

も相談をした上で、指定をするという手続を取っておるそうでございます。

○井上委員 わかりました。そうすると北海道庁での審議会とか、そういうのも特にない

のですね。

○高吉計画課長 道の方にもございません。

○井上委員 わかりました。

ではちょっと一般的な質問になるわけですが、これからもいろいろこの種の案件は出て

くると思うのですが、すべて地元でのそういう審議というのはされなくて、いってみれば

市役所とか、そういう基礎自治体から上がってくる、そういう理解でいいわけですね。

○高吉計画課長 １種漁港、２種漁港につきましてはそういうことで、３、４種漁港は大

臣が指定いたしますけれども、その前にやはり地元から漁港指定をしたいということで要

請が上がってまいりまして、必要な手続を取るということで、基本的には地元からの動き

があって、この審議会にお諮りいただくということになっております。

○中田分科会長 よろしいでしょうか。

○井上委員 ええ。

○中田分科会長 それでは、特に御意見等ございませんようでしたら、この諮問第145号に

ついて、原案どおり承認をしていただいたということでよろしいでしょうか。

〔 はい」という声あり〕「

○中田分科会長 どうもありがとうございました。

異議が特にないようですので、そのように決定させていただきます。

○高吉計画課長 どうもありがとうございました。

○中田分科会長 それでは、ただいまの諮問第145号についての答申書を一応確認のために

読み上げさせていただきます。
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答申書

２０水審第１３号

平成２０年７月３１日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 鴨下 一郎 殿

水産政策審議会

会長 山内 晧平

平成２０年７月３１日（木曜日）に開催された水産政策審議会第１６回漁港漁場整備分

科会において審議の結果、諮問のあった下記の事項については、諮問のとおり実施するこ

とが適当であると認める。

記

諮問第１４５号 漁港の区域の認可について

（別添１及び２）

ということでございます。

それでは、この答申書を部長の方にお渡しいたします。

・ 諮問第146号 漁港の指定内容の変更及び漁港の指定の取消しについて

○中田分科会長 それでは、引き続きまして、諮問第146号の審議に移らせていただきます。

事務局の方から説明をお願いします。

○高吉計画課長 お手元の資料３でございますが、諮問第146号を朗読させていただきます。

資料３をお願いいたします。

２０水港第１４３６号

平成２０年７月３１日
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水産政策審議会

会長 山内 晧平 殿

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 鴨下 一郎

第４種漁港の指定内容の変更及び同種漁港の指定の取消しについて

漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第６条第６項の規定に基づき、下記事項

について諮問する。

記

諮問第１４６号 漁港の指定内容の変更及び漁港の指定の取消しについて

（別添１及び２）

ということでございます。

まずお手元の別添１の資料、先ほどごらんいただきましたけれども、この資料の４ペー

ジをお開き願います。

諮問第146号、漁港の指定内容の変更及び漁港の指定の取消しについてということでござ

います。

５ページでございますが、今度は北海道の元地漁港、鉄府漁港でございまして、いずれ

も第４種漁港、所在地は礼文郡の礼文町でございます。

変更事由でございますが、元地漁港と鉄府漁港は、北海道最北端稚内市の北西日本海上

に浮かぶ礼文島の西側海岸に位置している。礼文島周辺海域は、日本有数の好漁場である

武蔵堆や礼文堆を有し、ホッケ、タコ、タラ、イカ等の豊富な資源を背景に北海道内外の

多くの漁船が操業しており、両漁港は、それらの漁船の避難港及び前進基地としての役割

を担っている。両漁港は、現在、防波堤の絶対量不足により、波向きによっては激浪時に

対応できない場合があり、それぞれに周年を通した避難利用ができない状況にある。しか

しながら、対応不可能な波向きは漁港ごとに異なっており、元地漁港で対応できない南西

方向の波向きのときは鉄府漁港に、鉄府漁港で対応できない北西方向の波向きのときは元
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地漁港に避難漁船を誘導することによって、個々に防波堤を延長しなくても、周辺海域で

操業する漁船の周年を通した安全が確保できる。このように、両漁港を一体的に管理・整

備することによって効率的な漁港整備が可能となることから、両漁港を合併することとし

たい。

また、合併後の漁港については、礼文町や地元漁業者等の意向を踏まえ、名称を「元地

漁港」から「礼文西漁港」に変更し、構成する分区については、現在の元地漁港の区域を

元地地区として、鉄府漁港の区域を鉄府地区として配置することとしたい。なお、合併に

伴い、鉄府漁港については漁港の指定を取り消すこととしたい。

それでは、前のスクリーンをごらんいただきながら御説明をしたいと思います。

元地漁港と鉄府漁港の合併についてということでございます。

両漁港は第４種漁港ということでございますが、第４種漁港は、漁港漁場整備法に定義

がございまして、離島その他辺地にあって、漁場の開発または漁船の避難上、特に必要な

ものと位置づけられております。

今回、お諮りする２つの漁港につきましては、いずれもこの４種の避難漁港ということ

でございますが、２つの漁港を合併することによりまして、一体的な管理と効率的な整備

につなげることが可能になると考えております。

今後、両漁港と同様の条件にある第４種漁港につきましても、合併の可能性につきまし

て検討を進めていきたいと考えております。

北海道の概要につきましては、先ほどの大舟漁港の説明でお話しいたしましたので省略

いたしまして、礼文町につきまして説明をさせていただきます。

礼文町があります礼文島は、稚内市の西方約60kmの日本海に浮かぶ日本最北端の島でご

ざいます。

標高490ｍの礼文岳を中心に東西約８km、南北約29kmの細長い丘陵地形をなしておりまし

て面積は82km でございます。島の西側は切り立った断崖絶壁が連なっておりまして、東側2

海岸はなだらかに山並みが海へと続いています。

礼文町の人口ですけれども、18年12月現在、3,271人、17年の国勢調査によりますと、就

業人口は2,242人、このうちの約３分の１の823人が漁業に就業しております。

また、礼文島は海抜ゼロメートルでありましても高山植物が咲く「花の浮島」として知

られておりまして、礼文島固有の植物を求めて多くの観光客が訪れております。

礼文町の主要産業は漁業と観光ということです。



15

今回、御審議いただきますのは、左側の地図の赤枠で囲っております部分となりますけ

れども、礼文島の西側の北の方にあります第４種の鉄府漁港、また、南にあります第４種

元地漁港でございます。

次に礼文町の水産業の概要でございますけれども、礼文島は大陸棚の外縁の近傍に位置

しておる。また、西側海域には礼文堆や武蔵堆という日本有数の漁場に恵まれておりまし

て、ホッケやタラ、タコなどの資源が豊富です。また、島周辺の海岸は、ほとんどが岩礁

地帯となっておりまして、ウニやコンブの採取も盛んに行われております。

平成18年の漁業生産量は9,700トン、生産額は33億8,000万円となっております。魚種別

に見ますと、生産量ではホッケが６割、また、生産額ではウニ、コンブ、ホッケの割合が

高くなっております。

礼文島周辺の漁場でございますけれども、大きく北部、西部、南部、そして利尻島と本

土の間の東部漁場、ピンク色の４つの場所に分かれております。礼文島船籍の漁船は、季

節あるいは漁場の形成状況に応じて、広域的に利用をしております。

また、礼文堆や武蔵堆という日本有数の漁場を有しております左側のブルーでございま

すけれども、この西側の海域につきましては、日本海を北上するイカの回遊経路として道

内外から多くの漁船が集まる豊かな漁場となっております。

次に漁港の概要にまいりますけれども、まず西側の北の方にあります鉄府漁港の概要で

ございます。

鉄府漁港の平成18年の港勢は、利用漁船数が53隻、漁獲量1,275トン、漁獲高２億9,000

万円ということで、ホッケの刺し網漁業とタラの延縄、ウニ・コンブの採貝・採藻、これ

を主体として操業されております。

冬季の延縄漁で漁獲された鮮度のいいタラは、寒風干しというのを行いまして、棒鱈に

加工して京料理「いもぼう」の高級素材となっております。

また、漁港の整備につきましては、昭和40年度に着手しまして、47年度に第１期の事業

が終了しましたけれども、漁船の大型化への対応ということで、昭和52年に整備を再開し

まして、平成５年度まで事業を続けておりました。

続きまして西海岸の南の方にあります元地漁港でございますが、港勢は利用漁船数143隻、

漁獲量は932トン、漁獲高が２億9,000万円、ホッケ、タラの刺し網漁業とウニ・コンブの

採貝・採藻が主体となっております。

漁港の整備につきましては、豊かな周辺漁場の前進基地としまして、また、漁船の避難
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拠点として、平成12年まで整備が行われてきました。

非常に寒さが厳しいところでございます。そういった寒風とか季節風から漁業者の作業

環境の改善を図るということで、防風雪施設の整備といった先駆的な事業が展開されてき

ております。

また、元地漁港におきましては、漁港利用の需要が高まっておりまして、狭い泊地を効

率的に利用できるように港内静穏度を確保するということで、防波堤の改良等を行う特定

漁港漁場整備事業計画の決定を平成19年度に受けまして、整備を再開しております。

これまで整備を行ってきた鉄府、元地の両漁港でございますけれども、荒天時には波向

きによっては港口付近が荒れるということで、船の入港に支障を生じているという状況で

ございます。

それから、漁船の避難状況について御説明します。

礼文島の周辺海域におきましては、主な荒天時波浪の方向は、冬季の北西方向と、秋季

の南西方向ということになっております。

このため、礼文島の西側漁場で操業する漁船は、天候が急に変わったり、船に氷がつい

たりということによって海難の危険性が高くなっております。

漁船の荒天時の避難実績は年間60隻を超えておる、西側漁場で操業する漁船の、急に荒

れて避難した実績が約60隻を超えるということを聞いております。

鉄府漁港と元地漁港の静穏度が不十分ということで、礼文島の島影となります東側の港

湾等に避難する場合もあると聞いております。この場合、西側の漁港に避難するのと比べ

まして、30分程度航行が必要になる。また、島影に回るときに横波を受けるという危険性

もございます。

こういったことから、平成７年から平成18年の海難事故の記録でございますけれども、

礼文島と利尻島の周辺の海難事故件数、赤い点々がございますけれども62件ということで

ございます。海難の種別は船舶の漂流、衝突、乗り上げといったことが起きております。

このような海域におきまして、鉄府漁港と元地漁港、それぞれにおいて周年を通した漁

船の安全な避難を確保するためには、それぞれの漁港における防波堤の整備が不可欠にな

ります。いずれも赤で書いておりますが、防波堤を伸ばさないと、年間を通して漁港に安

全に入ってくることができないということでございます。左側が鉄府漁港、右側が元地漁

港でございます。

しかしながら、両港の静穏度を確保するための防波堤整備につきましては、鉄府で約６
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億円、また元地で７億円という多額の投資が必要になります。

それで漁港の合併をした場合の考え方でございますけれども、２つの漁港の遮蔽域でご

ざいますが、荒天時に対応できる波向きの範囲、これを遮蔽域と呼んでおりますが、地理

的、あるいは構造的な要因によってそれぞれ異なっておりまして、上の方の鉄府漁港の遮

蔽域は西から北西の範囲を除いた範囲、赤い丸で囲った範囲の波向きであれば大丈夫、ま

た、元地漁港、下の方でございますけれども、南から南西の範囲、ここが弱いということ

で、それ以外のグリーンのところの波向きのときには安全だということでございます。

こういうことですから、南から南西方向の波向きの荒天時には鉄府漁港の方、ここは安

全に入港できる。そちらの方に避難船を誘導していけばいい。また、西から北西の波向き

のときの荒天時には、同様に元地漁港の方に誘導することによりまして、新たに防波堤を

整備しなくても、周辺海域で操業する漁船が１年間を通じて安全に避難ができるというこ

とが可能になると考えております。

両漁港を合併した場合の整備コストの削減、先ほど申し上げましたけれども、２つの漁

港を合併しまして一体的に管理・整備することによりまして、効率的な漁港の整備という

のが期待できると考えております。13億円のコスト削減ということでございます。

このような安全の確保体制を実現するためには、まず周辺海域で操業する漁業者に対し

まして、無線等を使って的確な情報提供を行うことが必要となります。地元におきまして

は、礼文町、それから、地元漁協であります船泊漁協、香深漁協などによって組織されま

す「避難船受け入れ協議会」を立ち上げて、一元的な情報提供を行おうということを考え

ております。

この協議会では、波向きの情報を基本としながら、各漁協の担当者と連絡をとって、各

漁港の航路、あるいは泊地の状況を収集しまして、連絡を受けた漁船の位置も踏まえて、

適切な避難港へ誘導する、こういうことを行っていきたいと考えております。

それから、避難・誘導がまず第一でございますけれども、そのほかにも、この本協議会

を設置することによりまして、操業している漁船にさまざまなサービスの提供が可能とな

ると考えております。例えば操業中の漁船の乗組員に急病とかけがが発生した場合には、

この協議会が窓口となりまして、病状とか診療所の状況に応じて乗組員を上陸させる漁港

を適切に指示することも可能になります。

また、お手元にリーフレットをお配りしておりますけれども、こういったものを協議会

への連絡に使っていただける、提供できるサービスをこのリーフレットによって利用する
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漁船に広く周知するということを考えております。

合併の必要性につきましては、先ほどの管理や整備の一体化、効率化ということがござ

いますけれども、礼文町に所在しております２つの第４種漁港を合併して管理・整備する

と、コストの縮減が図られますとともに、礼文島周辺海域で操業する漁業者の安全を確保

することができると考えております。

名称でございますが、新たに礼文西漁港という名前にしまして、現在の鉄府漁港と元地

漁港をそれぞれ分区としまして、鉄府地区と元地地区として扱いたいと考えております。

手続としましては、鉄府漁港を元地漁港に編入するということにしております。そのこ

とに伴いまして、鉄府漁港の指定の取消しが必要になります。

以上、農林水産大臣として漁港の指定内容の変更、漁港の指定の取消しをすることが適

当と考えておりますので、本日、お諮りするものでございます。よろしくお願いいたしま

す。

○中田分科会長 同じく北海道の方の案件になりますが、第４種漁港の指定内容の変更及

び漁港の指定の取消しについて、諮問第146号の説明をしていただきました。

ただいまの説明につきまして、何か御意見あるいは御質問等ございましたら、発言をお

願いします。

○井上委員 説明を伺っていて、いってみればソフトの対策によって13億円節減できると

いうことで、進めるべきだと考えますが、むしろ何で今までそれができなかったのかなと

いう感じがしないでもないわけなんですが、それで１つちょっと関連して質問をしたいの

ですが、漁協は分かれているわけですね。今回は漁港の合併ですけれども、漁協の合併に

関して何か情報は得ていますでしょうか。

○高吉計画課長 今のところは漁協はまだ合併する段取りになっていないと聞いておりま

す。それぞれ漁業の資源管理の時期が違うとか、いろいろ状況がございます。この漁港の

合併を１つの契機として、検討をぜひ進めていただきたいと私どもとしては考えておりま

す。

○井上委員 わかりました。

○中田分科会長 ほかにどなたか御意見、御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

これから、こういう方向に漁港の管理の方も進めていかれるのかなと思います。

○井上委員 たびたび悪いのですが、この漁港を利用している船ですけれども、つまり礼
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文船籍というか、地元船籍の船と、籍はほかにある船とあると思うのですが、その割合と

いうのは大ざっぱにどんな感じなんでしょうか。細かいことは結構ですけれども。

○高吉計画課長 ２つの漁港で、地元船が136隻ございます。外来、すなわち２つの漁港以

外から来る船が60隻で程度ございます。今の整備の状況もあると思いますけれども、もっ

と効率的な利用ができるようになれば、さらに外来船の利用がふえるのではなかろうかと

期待しております。

○中田分科会長 よろしいでしょうか。

○井上委員 わかりました。

○中田分科会長 ほかにどなたか。

○増田委員 前の件もそうなんですけれども、これは水産庁の方で厳密に審査をなさって

この場に出してくださるというあれなんですが、これはライバルがいるのではないか。例

えば、今回新設漁港を申請していてだめになったところとか、合併をがまんしている、そ

ういう背景とか事例、というのは全然私たち知らないまま、きっちり審査なさった結果だ

け見せていただいてというと、いいですねと言うしか言いようがないわけなんですね。そ

れを全部ここで言ってくださいというわけではないんだけれども、ちょっと納得というか、

合点がいかないなという気がいたします。

○高吉計画課長 こういった形で各地域から漁港の分区を指定したいとか、それから、そ

んなに数は多くございませんけれども、合併をしたいという話はございます。それぞれ私

どもの方に上がってきたものについては、適切かどうかということを協議しながら、でき

るだけ地元の御期待に沿う方向でお話を受けながら、きちんとした方針が固まった段階で

こちらにお諮りをするという形できております。今も幾つか相談が来ておる漁港がござい

ますが、指定をするのが適切かどうかというところを十分に詰めながら、要請される側と

も合意を図りながら進めていくということでございますので、たくさんあって、それを今

回、落としてもってきたということではございません。今、検討中のものはございますけ

れども、問題なければ、この場にお諮りするという形で、順次進めていっております。

○中田分科会長 よろしいでしょうか。

ほかにございますでしょうか。

特に異論がないようでしたら、一応原案どおり御承認いただいたということにさせてい

ただきたいと思います。よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「
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○中田分科会長 それでは、この案件につきましても、一応確認の意味で答申書を読み上

げさせていただきます。

答申書

２０水審第１３号

平成２０年７月３１日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 鴨下 一郎 殿

水産政策審議会

会長 山内 晧平

平成20年７月31日に開催された水産政策審議会第16回漁港漁場整備分科会において審議

の結果、諮問のあった下記の事項については、諮問のとおり実施することが適当であると

認める。

記

諮問第146号 漁港の指定内容の変更及び漁港の指定の取消しについて

（別添１及び２）

ということでございます。

それでは、これも部長の方にお渡ししたいと思います。

以上で本日予定しておりました諮問事項については終了いたしました。少し時間を経過

しておりますけれども、この機会に、ほかに何か御発言がございましたら承りたいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

特にないようでしたら、次にその他の方に入らせていただきます。

（２）その他

○中田分科会長 事務局の方で１つ用意してございますので、まずそれをお願いします。
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○中泉水産施設災害対策室長 それでは、報告させていただきます。

私は災害対策室長をしております中泉でございます。よろしくお願いいたします。

お手元の資料４をごらんいただきますでしょうか。

今年２月23日から24日にかけまして、発達しました低気圧の影響で、日本海沿岸に高波

が発生し、新潟県佐渡と富山県を中心に日本海沿岸の14県におきまして家屋の被害、人的

な被害、その他、漁港、海岸、そして共同利用施設、集落環境施設、漁船、漁具などに大

きな被害が発生いたしました。

１枚目の写真でございますけれども、これは富山県の入善漁港海岸の被災状況でござい

ます。波浪に対する防護と親水性を考慮しまして、沖側の方に離岸堤、そして人工リーフ

を配置した階段式の護岸でございます。これが高潮状態で周期の非常に長い波が来襲した

ために、ブロックや門扉などが飛散し、波は護岸を越流しまして、背後の集落の浸水や家

屋の損壊が発生いたしました。

次の２枚目をごらんいただけますでしょうか。

こちらの写真は新潟県佐渡の漁港の被災状況でございます。特に島の本土側に面してお

ります水津、鷲崎、そして北小浦漁港におきまして、防波堤が長い延長にわたりまして損

壊いたしました。また、これによりまして背後の岸壁や漁船、漁具、共同利用施設、家屋、

建物にも非常に大きな被害が発生いたしました。

対応状況でございますけれども、まず災害が発生しました直後から現地調査を実施し、

続いて早期漁業活動の再開と被害拡大の防止のために、まずは応急工事というものを実施

いたしました。

また、今回の発生いたしました高波についてでございますけれども、これだけ日本海の

広範囲にわたりまして周期の非常に長い高波が長時間来襲するということは極めてまれな

ことでございます。富山県沿岸におきましても、よく頻繁に発生いたします、皆様も耳に

することがあるかもしれませんけれども 「寄り回り波」というのがございますけれども、、

また、これともちょっと特異なものではないかなと考えられております。

また、新潟県佐渡におきましては、これは本来、余り大きな波の来ないところに港があ

るわけなんですけれども、こうした港におきまして非常に大きな高波が来襲したというこ

とでございます。

これに対しまして、いわゆるこうした高波の現象や漁港施設の被災原因を明らかにする

ために、私どもにおきましては、水産庁と関係都道府県共同によりまして技術検討委員会
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を設置いたしました。

これまでに３度ほど開催をしてきておりまして、その結果を踏まえまして、今回の災害

復旧の方針を決めたというところでございます。

災害復旧につきましては、これは国の補助というものがございますけれども、これは６

月中にすべて終了いたしまして、最終的に災害復旧事業の内容がすべて決まったというと

ころでございます。現在は発注の準備が整ったところから本格的な復旧工事を始めている

というところでございます。

以上、資料の説明でございますけれども、まず今回の高波の災害、それから、６月の岩

手・宮城内陸地震、それから、２週間前でございますけれども、岩手県の沿岸北部、大き

な地震がございました。こういうふうに異常な天然現象、こうしたものの発生というのは

非常に緊迫度が高まっているというところでございますので、私どもとしましては、関係

都道府県と連携を図りながら、まずは漁業地域におきます災害に対する防災、それから、

減災対策、そして仮に災害が発生した場合には、速やかに災害復旧、復興を図るというこ

とを重要な課題として考えて取り組んでいきたいと考えております。

以上でございます。

○中田分科会長 どうもありがとうございました。

日本海沿岸の高波被害の状況とその対応について報告をしていただきましたが、何か質

問等ございますでしょうか。

１つ、高波の原因といいますか、何かこれまでと波の起こる条件みたいなものが変化し

たというようなことがあるのでしょうか。

○中泉水産施設災害対策室長 通常ですと、日本海側の場合は、毎年同じような低気圧の

配置になりまして、発生する波の大きさというのは大体決まってございます。また、波向

きも日本海側ですので、冬季風浪ですから、大体北西の方向なんですけれども、今回は低

気圧が非常に長く北海道の方に停滞いたしまして、また、波もずっとサハリンの方から来

た波が長時間風によりまして、波が大きく発達したというところがございます。

結果としまして、本来、余り来ないであろうと思われておりました波向きがやや北東寄

り、北寄り、北北東寄り、そちらからの波として来たということと、波の周期が非常に長

かったということでございます。大変波の力というのは、周期が長いと非常に大きな力を

及ぼしますので、結果としまして大きな被害が出たというところでございます。

○中田分科会長 どうもありがとうございました。
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ほかによろしいでしょうか。

それでは、どうもありがとうございました。

ほかにないようでしたら、次回の日程について事務局の方からお願いします。

○高吉計画課長 次回の漁港漁場整備分科会の日程でございますけれども、時期としまし

ては９月の下旬ごろにお願いをしたいと考えておりますけれども、後日、事務局の方から

皆様にお伺いさせていただいて、日程調整の上、決定をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○中田分科会長 次回の日程についてはそういうことでございますので、よろしくお願い

します。

きょう、皆様、お忙しい中、お集まりいただきましたが、開始の時間が大分ずれ込んで

しまいまして大変申しわけございませんでした。

以上をもちまして本日の漁港漁場整備分科会の方、終了させていただきます。どうもあ

りがとうございました。

閉 会


